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（１）評議員

　【任期：平成17年11月15日～平成19年11月14日】

会　長　 三角　哲生 学校法人二階堂学園理事長

副会長　 木村　　孟 独立行政法人大学評価・学位授与機構長

赤堀　侃司 国立大学法人東京工業大学教育工学開発センター教授

安西祐一郎 学校法人慶応義理事長・慶應義塾大学長

石郷岡悦子 港区立高輪台小学校長(～H19.4.15)

江上　節子 東日本旅客鉄道株式会社顧問

小田　　豊 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所理事長

梶田  叡一 国立大学法人兵庫教育大学長

近藤　精一 東京都教職員研修センター所長

島田  燁子 学校法人文京学園理事長・文京学院大学長

島宮　道男 東京都立芦花高等学校長(H18.8.31～)

末松  安晴 大学共同利用機関法人情報・システム研究機構国立情報学研究所顧問

高橋　秀美 大田区立田園調布中学校長(H18.8.31～H19.8.28)

草野　一紀 新宿区立牛込第二中学校長(H19.8.28～)

牧野カツコ 国立大学法人お茶の水女子大学客員教授

山本  恒夫 八洲学園大学教授、筑波大学名誉教授

鷲山　恭彦 国立大学法人東京学芸大学長(H19.3.6～)

３．評議員・現職員・客員研究員・共同研究員

　【任期：平成19年11月15日～平成21年11月14日】

会　長　 木村　　孟 独立行政法人大学評価・学位授与機構長
副会長　 佐藤　禎一 独立行政法人国立文化財機構理事（東京国立博物館長）

赤堀　侃司 国立大学法人東京工業大学教育工学開発センター教授
飯野　正子 津田塾大学長
石原多賀子 金沢市教育委員会教育長
江上　節子 東日本旅客鉄道株式会社顧問
遠藤純一郎 独立行政法人教員研修センター理事長
小田　　豊 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所理事長
梶田  叡一 国立大学法人兵庫教育大学長
草野　一紀 新宿区立牛込第二中学校長
近藤　精一 東京都教職員研修センター所長
島宮　道男 東京都立芦花高等学校長
清水　康敬 独立行政法人メディア教育開発センター理事長
田村　哲夫 学校法人渋谷教育学園理事長
山本  恒夫 八洲学園大学長
鷲山　恭彦 国立大学法人東京学芸大学長



（２）現職員（平成１９年度）

所　長 (取)加茂川幸夫 経理係長 岡﨑　政典 高等教育研究部

(～H19.4.30) 経理係主任 田中　曜子 部長 塚原　修一

〃 近藤　信司 (H20.3.1～) 総括研究官 川島　啓二

(H19.5.1～) 経理係 清田　　盟 主任研究官 加藤　崇英※

(～H19.9.30) 〃 北川　文美※

次　長 山根　徹夫 〃 阿部　晃久 (～H19.12.31)

(～H19.7.5) (H19.10.1～H19.11.30)

〃 惣脇　　宏※ 管理係長 奥田　直樹 国際研究・協力部

(H19.7.6～) 管理係 大平　智子 部長 渡邊　　良

(～H19.6.30) 総括研究官 鐙屋真理子

次　長(併) 〃 松本　博志 〃 大塚　尚子

[文部科学省大臣官房審議官] 〃 関　葉月 〃 齊藤　泰雄

布村　幸彦 〃 立原　久実 〃 佐々木　毅

〃 井手あゆみ 〃 篠原　真子

総務部 (H19.10.1～H20.1.31) 〃 沼野　太郎

部長 瀬倉　通利 専門職 正藤　邦明 研究員 丸山　英樹

(H19.10.1～)

 [庶務課] 教育研究情報センター

課長 高橋　正敏 研究企画開発部 センター長 関　　裕行

課長補佐 髙井　　修 部長 頼本　維樹

(H20.1.1～) 総括研究官 坂谷内　勝 ［情報支援課］

庶務係長 星川　正樹 〃 千々布敏弥 課長 小松　圭二

庶務係 有須田香澄 〃 藤江　陽子 課長補佐 船渡川　清

〃 熊谷　由美 (H19.7.1～) (～H20.2.29)

人事係長 山吹　尚弘 〃　　　(併) 吉田　憲司 企画係 坂本　陽子

(～H19.6.30) 主任研究官（併） 渡邊　恵子 〃 石井佳代子

〃 伊藤由利子 運用管理係(併) 金子　亜弥

(H19.7.1～H19.8.31) 教育政策・評価研究部 データベース・ 中山　仁史

〃 (併)田中 昌紀 部長 小松 郁夫 情報提供係長(併)田中　昌紀 部長 小松　郁夫 情報提供係長

(H19.9.1～) 総括研究官 橋本　昭彦 データベース・ 米田真由美

人事係 岡本　卓也 〃 本多　正人 情報提供係　 (H20.1.1～)

〃 上田　如子 〃 屋敷　和佳

(～H20.3.14) 〃 結城　　忠 総括研究官 小松　幸廣

〃 野田　花絵 研究員 青木　栄一 〃 吉岡  亮衛

企画係長 田中　昌紀 〃 植田みどり 主任研究官 福本　　徹※

企画係 大塚　邦子 研究員 江草　由佳

〃 鈴木　直子 生涯学習政策研究部 〃 榎本　　聡

〃 角田　京子 部長 (併)山根　徹夫

〃 藤堂　郁子 (～H19.7.5) ［教育図書館］

〃 (併)惣脇　　宏 教育図書館係長 (命)船渡川　清

 [会計課] 　　　　　 (H19.7.6～) (～H20.2.29)

課長 平川　康弘 総括研究官 岩崎久美子 教育図書館係 鈴木由美子

(～H19.9.30) 〃 笹井　宏益 〃 赤石　知香

〃 矢野　耕一 〃 立田　慶裕 〃 小玉麻利子

(H19.10.1～) 〃 中村　友美

課長補佐 幸田　好史 初等中等教育研究部 〃 中村　由佳

総務係長(併) 佐藤　晃子 部長 工藤　文三 (H20.1.1～)

総務係 大平　亜希 総括研究官 有本　昌弘

(～H19.9.30) 〃 下田　好行

〃 山田　好子 〃 松尾　知明

(H19.10.1～) 研究員 山森　光陽



センター長 惣脇　　宏 教育課程調査官 池守　　滋

(～H19.7.5) 〃 井上　一郎 センター長(併) 惣脇　　宏

〃 大槻　達也 〃 今関　豊一 (～H19.7.5)

(H19.7.6～) 〃 上野　耕史 〃 大槻　達也

〃 大熊　信彦 (H19.7.6～)

部長 三宅　征夫 〃 大倉　泰裕 ［企画課］           

          〃 太田　光春 課長 太田　敏彦

［基礎研究課］           〃 大橋　泰久 企画係長 渡辺　桂子

課長 殿崎　雅弘 〃 岡　　陽子 企画係 伊藤　由絵

企画係長 榎木　奨悟 〃 奥村　高明 指導係 五十嵐　裕

企画係 小倉砂緒里 〃 菅　　正隆 〃 神谷　元子

調査情報係 森本　陽子 〃 清原　洋一 (H19.7.1～)

〃 関口賀保子 〃 笹尾　幸夫

〃 藤井　直美 〃 佐藤　　豊 総括研究官 滝  　  充

(～H19.4.30) 〃 篠原　孝子 〃 藤平　  敦

〃 大庭美奈子 〃 杉田　　洋 〃 宮下　和己

(H19.6.1～) 〃 添野　龍雄 〃 三好　仁司

〃 高須　　一

総括研究官 荒井　幸男※ 〃 瀧田　雅樹

〃 有元　秀文 〃 田代　直幸 社会教育実践研究センター

〃 小倉　　康 〃 谷田　増幸 センター長(併) 馬場祐次朗

〃 河合　　久 〃 田村　　学

〃 五島　政一 〃 寺田　　登 ［企画課］

〃 猿田　祐嗣 〃 冨山　哲也 課長 岡田　正史

〃 瀬沼　花子 〃 永井　克昇 企画係長(併) 荒木　正寛

〃 名取　一好 〃 長尾　篤志 (～H19.9.30)

〃 二井　正浩 〃 中尾　敏朗 〃 壬生　篤志

〃 西野真由美 〃 長島　淑子 (H19.10.1～)

〃 鳩貝  太郎 〃 永田　繁雄 企画係 岡本いづみ

〃　　　(併) 廣瀬　雅哉 〃 永田潤一郎 〃 川瀬　友絵

(H19.8.6～) 〃 西辻　正副 〃 角田由貴子

〃 松原 靜郎 〃 濱野 圭司 〃 川﨑 康代

教育課程研究センター

基礎研究部

生徒指導研究センター

〃 松原　靜郎 〃 濱野　圭司 〃 川﨑　康代

〃 谷田部玲生 〃 日置　光久 (H20.3.1～)

主任研究官 安野　史子 〃 平田　和人 普及・調査係長(併) 小島　清志

研究員 新野　貴則 〃 藤原　幹郎 普及・調査係 田中  曜子

(～H19.8.31) 〃 村上　尚徳 (～H20.2.29)

〃 萩原　康仁 〃 望月　昌代 〃 加藤　順子

〃 安野　　功 〃 加藤　由以

総合研究官 長崎　榮三 〃 矢幅　清司 専門職員 鳥越留美子

　　　　　 〃 吉開　　潔 〃 山田まゆみ

研究開発部           〃 吉川　成夫 社会教育調査官 上田　裕司

部長 藤田　和光 〃 渡邉　　彰 専門調査員 安部　正俊

          学力調査官 樺山　敏郎 〃 五十嵐秀介

［研究開発課］           〃 銀島　　文 〃 稲葉　　隆

課長 太田　知啓 〃 髙須　亮平 〃 広中　郁美

企画係長 山口　大地 〃 三浦登志一

企画係 (併)五十嵐　裕 学力調査官（非常勤） 新木　伸次 文教施設研究センター

〃 籔　由美子 〃 五十里文映 センター長 新保　幸一

指導係長 武市　綾香 〃 柿元　八重 総括研究官 山本聖一郎

指導係 佐原　由香 〃 小林　　廉 (～H19.6.30)

(～H19.9.17) 〃 佐藤えりか 〃 磯山　武司

〃 三室　幸恵 〃 田村　潤一 (H19.10.1～)

(H19.10.1～) 〃 寺澤　秀哉 企画係長 竹内　真司

〃 篠崎久美子 〃 中川　裕之 専門調査員 土田　亜紀

〃 和光　恵子 〃 古川真知子 〃 西　　博文
分析・開発推進係長 髙須　利幸 〃 牧野　智彦

専門職 千賀　秀樹 〃 本橋　幸康

〃 田中　和彦 〃 山本　亮平

髙橋　恭子

山本八千代

(～H19.5.31)

武田百合子 ※は昇任による異動を示す

(H19.6.1～) (取)は事務取扱を示す

［学力調査課］

課長 篠田　智志

調査係長 藤田　昌一

調査係 福田麻里美調査係 福田麻里美

分析係長 津田　浩伸

専門職 (命)髙須　利幸

〃 山本　　良



（３）客員研究員
氏　名 所　属 研究調査の内容

研究部・センター
又は研究プロジェクト

専門分野

善野八千子
奈良文化女子短期大学教授
幼児教育学科長

地方教育研究所との連携 研究企画開発部
学校評価、生活科・
総合的学習

坂野　慎二 玉川大学通信教育部准教授

「今後の後期中等教育の在り方に関する調査研究」、「教
育・研究組織における評価に関する総合的研究」、「これ
からの学校教育に求められる児童生徒の資質・能力に関
する研究」への参画

教育政策・評価研究部 教育経営学

山田　兼尚 国立教育政策研究所名誉所員

「理系高学歴者のキャリア形成に関する実証的研究」、
「言語力の向上をめざす生涯にわたる読書教育に関する
調査研究」、「家庭の教育力の再生をめざす調査研究」へ
の参画

生涯学習政策研究部
教育心理学、生涯学
習論

岩田　康之
国立大学法人東京学芸大学教員養成カリ
キュラム開発研究センター准教授

「大学における教員養成に関する調査研究」への参画
教員養成史、教員養
成制度

川嶋太津夫
国立大学法人神戸大学大学教育推進機構
教授

「高等教育改革の現代的動向に関する研究」への参画
教育社会学、比較高
等教育論

濱名   　篤 関西国際大学長 「高等教育改革の現代的動向に関する研究」への参画
教育社会学、高等教
育論

金　　 泰勲
日本大学文理学部　非常勤講師
星槎大学共生科学部准教授

「韓国と日本の教育改革の動向に関する比較研究」への
参画

国際研究・協力部
比較教育学
国際理解教育

永田　佳之 聖心女子大学文学部准教授
「国際教育協力の在り方の調査研究及びユネスコとの教
育協力」への参画

国際教育、比較教育

鈴木　秀幸 静岡県立袋井高等学校教諭 「学力の評価方法の開発に関する調査研究」への参画 教育評価

田中　孝一 文部科学省初等中等教育局主任視学官
「学力に関する調査研究」及び「全国的な学力調査」への
参画

教育課程、国語教育

寺田　盛紀
国立大学法人名古屋大学大学院教育発達
科学研究科教授

「新たに教育することが要請される分野に関する総合的研
究」への参画

ドイツの教育、職業教
育、キャリア教育

長澤　 　悟 東洋大学工学部建築学科教授
「学校施設の防犯対策に係る点検・改善マニュアル作成
の取組に関する調査研究」への参画

文教施設研究センター 建築計画学

和田　万紀 日本大学法学部教授 「小中一貫教育の課題に関する調査研究」への参画
小中一貫教育の課題に関す
る調査研究

発達心理学

教育課程研究センター

高等教育研究部

田中　毎実
国立大学法人京都大学高等教育研究開発
推進センター長

「大学における教育改善等のためのセンター組織の役割
と機能に関する調査研究」への参画

大学における教育改善等のた
めのセンター組織の役割と機
能に関する調査研究

大学教育学、教育哲
学

桐村　晋次 法政大学キャリアデザイン学部教授
「理系高学歴者のキャリア形成に関する実証的研究」への
参画

キャリアデザイン、
キャリアカウセリン
グ、企業内人材育成

坂東　昌子 愛知大学法学部教授
「理系高学歴者のキャリア形成に関する実証的研究」への
参画

理論物理学(素粒子
論）

鹿嶋研之助 千葉商科大学教授
「学校におけるキャリア教育に関する総合的研究」への参
画

学校におけるキャリア教育に
関する総合的研究

進路指導、キャリア教
育

平沢　安政
国立大学法人大阪大学大学院人間科学研
究科教授

「言語力の向上をめざす生涯にわたる読書教育に関する
調査研究」への参画

言語力の向上をめざす生涯に
わたる読書教育に関する調査
研究

リテラシー論、多文化
教育論、人権教育学

磯﨑　哲夫
国立大学法人広島大学大学院教育学研究
科准教授

「国際数学・理科教育動向調査（TIMSS）」への参画
国際数学・理科教育動向調査
（TIMSS）

理科教育

牟田　博光
国立大学法人東京工業大学大学院社会理
工学研究科長・教授

「ＯＥＣＤ－ＰＩＳＡ調査」への参画
教育工学
教育社会学

相良　憲昭 京都ノートルダム女子大学長 「ＯＥＣＤ－ＰＩＳＡ調査」への参画
国際教育
比較教育学

坂本　孝徳 広島工業大学副総長・教授 「ＯＥＣＤ－ＰＩＳＡ調査」への参画
教育行政
比較教育学

（４）共同研究員
氏  名 所    属 研究テーマ 担当教官 期  間

岩堀　洋一
相模原市立緑が丘中学校
教諭

地学領域におけるステレオ写真教材の開発とデジタル
化

教育研究情報センター
総括研究官　小松　幸廣

平成19年10月 1日～
平成20年 3月31日

菊池　秀文
目黒区立東根小学校
教諭

Web上の協調学習を用いた児童の情報探索支援の検討
教育研究情報センター
主任研究官　福本　徹

平成19年 7月 1日～
平成19年12月31日

宮川　洋一
長野県教育委員会事務局
義務教育課　指導主事

義務教育段階における情報モラル教育に関する実践研
究の動向分析

教育研究情報センター
主任研究官　福本　徹

平成19年 9月 1日～
平成20年 2月28日

長塚　正義
神奈川県立総合教育センター
研修指導主事

eラーニングの効果的な教員研修への活用に向けた提
供システムの研究

教育研究情報センター
研究員　榎本　聡

平成19年10月 1日～
平成19年12月31日

ＯＥＣＤ「生徒の学習到達度調
査」に対応した調査研究

理系高学歴者のキャリア形成
に関する実証的研究



 

４．定員及び予算 

 
 
（１）定員（平成１９年度末） 

 
 

（人） 
所 長                            １ 
次 長                            １ 
部長・センター長・総合研究官                １３ 
総括研究官・主任研究官・研究員               ５６ 
教育課程調査官・学力調査官・情報統計官・社会教育調査官   ４８ 
事務職員等                         ４０ 

 
計                          １５９ 

（併任は除く。） 
 
 
（２）予 算 

 
（単位：千円） 

事 項  平成 19 年度 平成 18 年度 

人に伴う経費  1,467,257 1,403,152 

管理運営経費   252,543 261,893 

政策研究機能高度化推進経費  121,306 114,371 

事業経費 2,358,702 2,267,131 

国際研究協力経費 101,816 107,900 

教育情報ナショナルセンター機能の整備に要する経費 111,928 123,211 

民間資金等活用官庁施設維持管理運営等(新規) 42,741 - 

合 計 4,456,293 4,277,658 

 



５．施設等 

 
敷地  【目黒庁舎】           9,735 ㎡ 

【上野庁舎】           3,150 ㎡ 

［松戸宿泊施設］         4,966 ㎡ 

 

建物  【目黒庁舎】   区分             建面積      延面積  

本館  （RC４階建）     1,400 ㎡       4,360 ㎡ 

西館  （RC３階建）       668         2,040   

東館  （RC３階建）（１部地下 1階）   556         1,844   

南館  （RC２階建）       434           725   

渡廊下 （R １階建）         34            34   

渡廊下 （R ２階建）          7            15   

実験棟 （RC３階建）      289           867   

設備棟 （RC 地下１階）       216           216   

車庫  （鉄筋造）        39           39   

合    計          3,643        10,140   

 

【丸の内庁舎】  区分                          延面積  

(民間業者から借用)    文部科学省ビル７階（RC10 階建）           532 ㎡ 

文部科学省ビル３階（RC10 階建）           129   

三菱ビル２階（RC15 階建）                 220   

合    計                        881 

 

【上野庁舎】  区分             建面積      延面積  

本館  （RC３階建）       813 ㎡     2,359 ㎡ 

合    計            813         2,359   

 

［松戸宿泊施設］  区分             建面積      延面積  

本館  （RC３階建）（１部地下２階）  1,001 ㎡     2,734 ㎡ 

合    計            1,001        2,734 

 

※２０年１月より、目黒庁舎及び丸の内庁舎は、中央合同庁舎第７号館に移転 

【中央合同庁舎第７号館】 区分                         延面積  

     ６階 （所長・次長室、各部・センター等）           1,772 ㎡ 

  ５階 （教育課程研究センター等）               1,058  

１９階 （教育図書館書庫）                         597   

Ｂ１階 （車庫）                              9   

合    計                     3,436 



【新規研究課題】

研究期間
（年度）

1 基盤研究（B） １９－２１ 小倉　康 科学的リテラシーを向上させる優れた理科授業に関する教師用ビデオ教材の開発

2 〃 １９－２２ 瀬沼　花子 算数・数学における表現力・読解力と到達度や態度との関係に関する研究

3 〃 １９－２１ 小松　郁夫 戦略的学校評価システムの開発に関する比較研究

4 〃 １９－２１ 立田　慶裕 キー・コンピテンシーの生涯学習政策指標としての活用可能性に関する調査研究

5 〃 １９－２１ 有本　昌弘 授業観察国際指標の国内版作成による授業の改善

6 〃 １９－２１ 有元　秀文 リーディング・リテラシーを育てるためのカリキュラム，学習指導・評価方法の開発

7 〃 １９－２１ 下田　好行 キー・コンピテンシーに基づく学習指導法のモデル開発に関する研究

8 基盤研究（C） １９－２１ 河合　久 米国における高大接続プログラムの実態に関する研究－単位の取得と活用を中心に－

9 〃 １９－２１ 松尾　知明 多文化教育をモデルにした「総合的な学習の時間」のカリキュラム構築に関する調査研究

10 〃 １９－２０ 屋敷　和佳 コミュニティ・スクールの組織・運営と成果に関する調査研究

11 〃 １９－２０ 馬場　祐次朗 生涯学習活動の活性度指標の開発に関する実証的研究：派遣社会教育主事制度を媒介に

12 〃 １９－２０ 西野　真由美 科学技術時代における市民性を育成する学校カリキュラムの開発に関する総合的研究

13 〃 １９－２１ 名取　一好 児童生徒の社会的能力育成を目指すカリキュラム開発に関する研究

14 萌芽研究 １９－２１ 瀬沼　花子 数学問題の理解に及ぼすコンピュータの影響についての研究

15 〃 １９－２０ 惣脇　宏 小中学校の暴力行為に関する基礎的研究:小学校の発生過程と小中間の連関

16 〃 １９ 二井　正浩 諸外国の自国史と世界史の扱いに関する研究

17 若手研究（B） １９－２１ 福本　徹 次世代インターネット環境を利用した学習基盤の開発と実践的評価に関する研究

18 〃 １９－２１ 北川　文美 高度人材養成と国際的産学官連携システムの構築

19 〃 １９－２１ 丸山　英樹 ヨーロッパ諸国におけるムスリムの教育問題への取り組みと日本の学校教育の将来性

【継続研究課題】

６．科学研究費補助金による研究一覧

研究種目 研究代表者

研究課題名番号 研究種目 研究代表者
研究期間
(年度)

研究課題名番号

1 基盤研究（Ａ） １７－２０ 五島　政一 子どもが主体的に学び、科学を好きになるための教育システム開発に関する実証的研究

2 基盤研究（Ｂ） １７－１９ 鳩貝　太郎 生物教育における生命尊重についての指導観と指導法に関する調査研究

3 〃 １７－１９ 松原　静郎 中等教育における持続可能な発展を題材とし科学的態度の育成を目指す教材の開発研究

4 〃 １８－２０ 安野　史子 算数・数学における学習過程評価のための適応型コンピュータテスト開発に関する研究

5 〃 １８－２０ 三宅　征夫 科学的・論理的思考に基づいた表現力に関する分析的研究

6 〃 １８－２０ 吉岡　亮衛 科学的知識と科学に対する態度の関係性についての日独比較研究

7 〃 １８－２０ 本多　正人 比較制度論を応用した日本型教育行財政システムの生成・展開・再編に関する研究

8 〃 １８－２０ 塚原　修一 大学経営の高度化とそれを支援する政策のあり方

9 〃 １８－２０ 谷田部　玲生 社会科系教科における現職教員の授業力向上プログラム作成のための研究

10 〃 １８－２０ 坂谷内　勝 中東欧諸国の日本語教育機関における教育用コンテンツの実態調査と共同開発

11 基盤研究（C） １８－１９ 猿田　祐嗣 理科及び数学に対する生徒の意識や態度の変容に関する追跡調査研究

12 〃 １８－１９ 結城　忠 ヨーロッパにおける私学の自由と私学助成の法的構造に関する研究

13 〃 １８－１９ 滝　充 小学生の暴力的行動に関する基礎的研究　―背景要因および対応策の検討―

14 〃 １８－２０ 奥村　高明 英、米、中、韓との比較を通した我が国の美術教育のカリキュラムに関する研究

15 萌芽研究 １７－１９ 五島　政一 日本の教育改革を実現するためのネオ・アースシステム教育の開発・実践研究

16 〃 １７－１９ 工藤　文三 教科等の再編に関する基礎的研究－準拠枠と方法論の明確化－

17 若手研究（B） １７－１９ 銀島　文 数センスの概念構造に関する基礎的研究

18 〃 １８－１９ 榎本　聡 学習履歴管理機能を有する携帯型観察学習支援システムの開発

19 〃 １８－１９ 加藤　崇英 公立小中学校の組織マネジメントに資する学校評価の基礎的調査研究

20 〃 １８－２０ 新野　貴則 子どもの意味産出行為の分析による芸術教育のカリキュラム開発に関する研究

21 若手研究（ｽﾀｰﾄ） １８－１９ 江草　由佳 図書館の情報提供システムにおける多言語アクセス：教育専門図書館を対象として

【研究成果公開促進費】

1 データベース １９ 吉岡　亮衛 高校入試問題データベース

研究期間
(年度)

番号 種目 応募代表者 データベースの名称

研究課題名番号 研究種目 研究代表者
(年度)



年月日 来訪者名 国籍等 役職名 来所の目的

 平成19年４月20日  文龍鱗、外５名 韓国
青少年暴力予防財団理事長（ソ
ウル大学教授・(前)教育人的資
源部長官）

日本の校内暴力、いじめについての
事情聴取

 平成19年６月13日 Kohn Man Lee 韓国 国立教育大学教授 日本の高等教育についての情報収集

 平成19年６月26日 Young Ha Cho 韓国 Kyung Hee大学教育学部准教授 日本の高等教育についての情報収集

 平成19年６月30日
LISA  KARVINEN、
他１名

フィンランド
フィンランド大使館参事官（報道・
文化担当）

フィンランド大使館が運営する学習支
援サイト「プロジェクト・フィンランド」の
広報、教育情報ナショナルセンター
（NICER）への同サイト登録依頼等

 平成19年７月12日
Mr.Lee Shiu
Fung,Brian、李少
鋒、外１４名

香港特別行政
区

教育人材省　首席検査官（ガイダ
ンス・訓練部門）

日本のいじめ、長期欠席についての
事情聴取

 平成19年７月13日
Mr.Lee Jong Won、
外２名 韓国

韓国青少年政策研究院選任研究
委員

日本の生徒指導（いじめ、不登校等）
についての事情聴取

 平成19年７月30日 李萬吉、他２９名
中国、香港、
台湾

康軒文教集団会長
日本国内のe-ラーニング等の状況調
査の一環として、NICERの運用状況等
について意見交換

７．外国人来訪者一覧

台湾
について意見交換

 平成19年９月17日 劉海波 中国
華東師範大学公共管理学院副教
授

日本の高等教育についての情報収集

 平成19年９月21日 劉慧珍 中国
北京師範大学高等教育研究所副
教授

日本の高等教育についての情報収集

 平成19年10月11日
MBUYAMBA
LUPITU ROMAIN、
他21名

コンゴ、ガボ
ン、マダガスカ
ル、二ジュー
ル

JICA青年研修事業アフリカ青年
（仏語圏）

日本の理数教育の現状についての情
報収集

 平成19年11月14日
Dr. Roslinda 
Ithnin、外３名

マレーシア

Deputy Director, Centre for 
Foundation Studies in 
Science,University of Malaya、外
マラヤ大学理数関係教官

わが国の理数教育についての聴取

 平成19年11月17日 Dr. Roslinda Ithnin マレーシア
Deputy Director, Centre for 
Foundation Studies in 
Science,University of Malaya

大気汚染対策教材、マレーシア実践
についての意見交換

 平成19年12月１日
Prof.Peter 
Hubner、他1名

ドイツ シュトゥットガルト大学教授
日本とドイツのエコスクール国際シン
ポジウム2007の講演

 平成20年１月30日
Drs.H.Yahya Saleh,
M.pd

インドネシア
インドネシア国バンテン州セラン
県教育局長

日本の教育行政についての聴取

 平成20年２月25日
Mr.Yu Wooong-
Sang、他1名

韓国
韓国教育開発院教育施設民間投
資支援センターチーム長

PFIを活用した大学施設整備に関する
セミナーの講演

 平成20年３月25日
Mr.Nguyen Thien
NHAN、他13名

ベトナム ベトナム副首相兼教育訓練大臣
日本の教育と国立教育政策研究所の
概要についての聴取と意見交換



 

 

８．研究協力者・外国人研究協力者・研究補助者一覧 

(１)研究協力者 
 

氏  名 所    属 研究テーマ          担当教官 期  間 備  考 

佐々木有紀 
国際教養大学 

講師 
教員研修制度（日米比較） 

研究企画開発部 

総括研究官 千々布敏弥 

19. 4. 1 ～ 

20. 3.31 
17.4.1 ～

青野 裕一 
東京電機大学 

研究員 
教育活動における情報処理能力の育成 

教育政策・評価研究部 

部長    小松 郁夫 

19. 4. 1 ～ 

20. 3.31 
15.4.1～ 

飯嶋 香織 
東京国際大学 

非常勤講師 

学級の機能、学級規模の教育的効果に与

える影響に関する研究 

教育政策・評価研究部 

部長    小松 郁夫 

19. 4. 1 ～ 

20. 3.31 
15.8.15～

鞍馬 裕美 
日本学術振興会 

特別研究員 

米国の教師教育改革に関する研究―教育

学部の再構築に着目して― 

教育政策・評価研究部 

部長    小松 郁夫 

19. 4. 1 ～ 

20. 3.31 
16.4.1～ 

舘林 保江 
中央大学大学院 

博士課程院生 
英国のパストラル・ケアの教育 

教育政策・評価研究部 

部長    小松 郁夫 

19. 4. 1 ～ 

20. 3.31 
18.5.12～

石井 留奈 
桜美林大学大学院 

研究生 

戦後教育改革期における女子大学の設立

に関する一研究 

教育政策・評価研究部 

総括研究官 橋本 昭彦 

19. 4. 1 ～ 

20. 3.31 
13.7.1～ 

豊  浩子 

元カリフォルニア大学 

バークレー校教育学大学院 

大学院生 

理系高学歴者のキャリア形成に関する実

証的研究 

生涯学習政策研究部 

総括研究官 岩崎久美子 

19. 4. 1 ～ 

20. 3.31 
15.4.1～ 

中村三緒子 
日本女子大学 

学術研究員 

女性の高学歴化に伴う晩婚化と職業キャ

リアの関連性についての教育政策的研究

高等教育研究部長 

部長    塚原  修一 

19. 4. 1 ～ 

20. 3.31 
10.4.1～ 

井口  千鶴 
東海大学 

非常勤講師 
アメリカ高等教育の研究 

高等教育研究部 

総括研究官 川島  啓二 

19. 4. 1 ～ 

20. 3.31 
12.4.1～ 

白川 優治 
早稲田大学教育・総合科学学術院 

助手 
大学教育改善・高等教育財政 

高等教育研究部 

総括研究官 川島  啓二 

19. 4. 1 ～ 

20. 3.31 
18.4.1～ 

吉田 武大 
獨協大学 

非常勤講師 

アメリカ合衆国における高等教育機関と

初等中等教育機関の連携に関する研究 

高等教育研究部 

研究員   加藤 崇英 

19. 4. 1 ～ 

20. 3.31 
19.1.1～ 

中島 千恵 
京都文教短期大学 

教授 

アメリカにおける教育改革の動向に関す

る研究 

国際研究・協力部 

総括研究官 鐙屋真理子 

19. 4. 1 ～ 

20. 3.31 

16.12.27

～ 

市川    誠 
立教大学文学部 

助教授 
学校教育における宗教の役割 

国際研究・協力部 

総括研究官 齊藤 泰雄 

19. 4. 1 ～ 

20. 3.31 
7.4.1～ 

鳥井 康照 

桜美林大学高等学習支援開発

研究センター 

専任講師 

ラテンアメリカ高等教育研究 
国際研究・協力部 

総括研究官 齊藤 泰雄 

19. 4. 1 ～ 

20. 3.31 
14.4.1～ 

宮島  健次 
西武文理大学サービス経営学部 

専任講師 
現代イギリスにおける中等教育改革 

国際研究・協力部 

総括研究官 佐々木  毅 

19. 4. 1 ～ 

20. 3.31 
11.4.1～

柴沼  真 
大阪成蹊大学現代経営情報学部 

専任講師 
宗教教育・市民性教育 

国際研究・協力部 

総括研究官 佐々木  毅 

19. 4. 1 ～ 

20. 3.31 
15.4.1～

大津 尚志 
中央学院大学商学部 

専任講師 
イギリスのシティズンシップ教育 

国際研究・協力部 

総括研究官 佐々木 毅 

19. 4. 1 ～ 

20. 3.31 
16.4.1～

高藤三千代 
帝塚山大学・聖和大学 

非常勤講師 
学校教育と多様性について 

国際研究・協力部 

総括研究官 佐々木 毅 

19. 4. 1 ～ 

20. 3.31 
16.6.1～

Etsuko Obata 

Reiman  

(ｴﾂｺ･ｵﾊ゙ ﾀ･ﾗｲﾏﾝ) 

アリゾナ州立大学 

教授 

国際社会における日本人の日本語能力向

上のための教育政策の在り方 

教育課程研究センター 

総括研究官 有元 秀文 

19. 4. 1 ～ 

20. 3.31 
16.5.15～

青木 敬子 
お茶の水女子大学大学院 

博士後期課程 

イギリスにおけるシェイクスピア作品教

育の動向 

国際研究・協力部 

総括研究官 佐々木 毅 

19. 4. 1 ～ 

20. 3.31 
 

岩堀 洋一 
相模原市立緑が丘中学校 

教諭 

学校間イントラネットや校内LANを活用

した授業のあり方等 

教育研究情報センター 

総括研究官 小松 幸廣 

19. 5. 1 ～ 

19. 7.31 
 

山崎 恵 
栃木県立鹿沼商工高等学校 

教諭 

心豊かな人間の育成をめざした学校教育

と社会教育の連携について 

社会教育実践研究センター 

社会教育調査官上田裕司 

19.10. 1 ～ 

20. 3.31 
 

山河 誠 
富山県南砺市立井口小学校 

教諭 
生徒指導・児童理解 

生徒指導研究センター 

総括研究官 滝  充 

19. 5. 1 ～ 

19. 7.31 
 

阿部 好貴 
広島大学大学院 

院生 

日本人が身につけるべき科学技術の基礎

的素養に関する調査研究 

教育課程研究センター 

総合研究官 長崎 栄三 

19. 5. 1 ～ 

19. 9.30 
 

齊藤 萌木 
東京大学大学院教育学研究科 

院生 

日本人が身につけるべき科学技術の基礎

的素養に関する調査研究 

教育課程研究センター 

総合研究官 長崎 栄三 

19. 8. 2 ～ 

20. 3.31 
 

永澤 和人 
青森市立沖館中学校 

教諭 
目標準拠評価の在り方に関する研究 

研究企画開発部 

総括研究官 千々布 敏弥 

19. 9. 1 ～ 

19.11.30 
 

吉友 万 
富山市立保内小学校 

教諭 

外部評価を含めた学校評価を適切に活用

する方法 

教育政策・評価研究部 

部長 小松 郁夫 

19.10.1 ～ 

19.12.31 
 

高田 裕幸 
富山市立城山中学校 

教諭 

生徒の目標や志を育てる教育活動の推進

について～社会体験活動を中心に～ 

教育課程研究ｾﾝﾀｰ基礎研究部 

統括研究官 西野 真由美 

19.10.1 ～ 

19.12.31 
 

山ノ口 寿幸 

筑波大学大学院 

人間総合科学研究科体育科学 

院生／教諭 

台湾国民中小学九年一貫課程綱要の策定

と七大学習領域の誕生 

初等中等教育研究部 

総括研究官 有本 昌弘 

19.12.1 ～ 

20. 3.31 
 

鶴見 陽子 
中央大学大学院 

院生 
中国における持続可能な発展と教育 

国際研究・協力部 

総括研究官 鐙屋（一見）真理子 

20. 1. 1 ～ 

20. 3.31 
 

 



 

 

 

（２）外国人研究協力者 

 

（３）研究補助者 

氏  名 所    属 調査研究名 担当教官 期  間 備  考

河野 麻沙美 

東京大学大学院 教育学研究科総合教育専

攻科教育創発学コース 

博士課程3年 

教育・研究組織における評価に関する総

合的研究 カリキュラム評価班 

初等中等教育研究部 

総括研究官 有本 昌弘 

20. 1.11 ～ 

20. 3.31 
 

小入羽 秀敬 

東京大学大学院 教育学研究科

学校教育高度化専攻 

博士課程3年 

都市の教育政策と教育行政の在り方に関

する調査研究 

教育政策・評価研究部 

総括研究官 本多 正人 

20. 1.11 ～ 

20. 3.31 
 

荒井 英治郎 

東京大学大学院 教育学研究科

学校教育高度化専攻 

博士課程2年 

都市の教育政策と教育行政の在り方に関

する調査研究 

教育政策・評価研究部 

総括研究官 本多 正人 

20. 1.11 ～ 

20. 3.31 
 

吉田 武大 
獨協大学 

非常勤講師 

高等教育の現代的変容と多面的展開-高

等教育財政の課題と方向性に関する調査

研究- 

高等教育研究部 

主任研究官 加藤 崇英 

20. 1.11 ～ 

20. 3.31 
 

中村 いずみ 

早稲田大学大学院 教育学研究

科教育基礎学専攻 

博士後期課程3年 

小中一貫教育の課題に関する調査研究 
初等中等教育研究部 

研究員 山森 光陽 

20. 1.11 ～ 

20. 3.31 
 

 

氏 名 国籍等 職業・所属 研究テーマ 担当教官 期 間 備 考

梁 明玉 

（ヤン・ 

ミョンオク） 

韓 国 

お茶の水女子大学大学院

博士課程、 

お茶の水女子大学 21 世

紀COEプログラム研究員

高齢者の自立志向と心理

的幸福感 

生涯学習政策研究部 

総括研究官 立田 慶裕 

19. 4. 1～

20. 3.31 
 

宋 善英 

（ソン・ 

  スンヨン） 

韓 国 

韓国教育開発院 

教育政策研究部 

高等教育・人的資源研究

室 研究員 

日韓間高等教育の質的向

上と質の保証政策に関す

る比較研究 

高等教育研究部 

部長 塚原 修一 

19. 4. 1～

20.2.29 

 

 

朴

ぱく

 主

じゅ

 言

おん

 

（朴

ぱく

景

きょん

子

じゃ

） 

大韓民国 
早稲田大学大学院博士課

程教育基礎専攻 

中高生の学力形成とそれ

を支える内的要因に関す

る研究 

日本と韓国の児童生徒の

資質・能力育成政策に関

する比較研究 

国際研究・協力部 

総括研究官 鐙屋真理子 

19. 4. 1～

20. 3.31 
 



（１）研究官会議

年月日 発表者 タイトル

長崎榮三(教育課程研究センター総合研
究官)

日本人が身に付けるべき科学技術の基礎的素養に関
する調査研究（21世紀の科学技術リテラシー像～豊
かに生きるための智～プロジェクト）

清水孝悦（文部科学省生涯学習政策局
生涯学習総括官）

教育基本法改正を踏まえた教育改革の推進について

平成19年11月14日
藤野公之（文部科学省初等中等教育局
教育水準向上PT・総括リーダー）
大槻達也（教育課程研究センター長）

全国学力・学習状況調査の結果について

（２）所内講演会・部内研究会等

年月日 発表者 タイトル

平成19年4月25日
Gary Rhoades(アリゾナ大学教授・高等
教育研究センター長）

大学資本主義と新経済

平成19年5月17日 高杉良友(広島県教育委員会) 広島県における生涯読書の実践

平成19年5月22日 Jane Knight（トロント大学）
International dimension of higher education at
 institutional, national, and regional levels

平成19年5月24日
Sharon J. Hamilton（インディアナ大
学・パーデュー大学インディアナポリ
ス副学長補佐）

Creating Collaborative and Comprehensive 
Programs for First-Year Student Success

平成19年6月14日 橋本昭彦（教育政策・評価研究部）
オレゴン・ポートランド州立大学における高大連携
－10年間の成果と葛藤―

９．研究官会議・所内講演会・部内研究会等一覧

平成19年9月27日

－10年間の成果と葛藤―

平成19年6月21日 吉田武大（筑波大学大学院）
アメリカの大学における大学教員評価制度に関する
一考察──テキサス大学エルパソ校を一事例として

平成19年7月12日 青木栄一（教育政策・評価研究部） 省庁統合後の大臣官房―文部科学省の場合―

平成19年7月23日
肥田美代子　((財)出版文化産業振興財
団理事長)

言葉の力と読書

平成19年8月6日
William Locke（英国放送大学高等教育
研究情報センター主席政策分析員）

 Managing the synergies between teaching & 
research

平成19年9月13日 本多正人（教育政策・評価研究部） 平成の合併と自治体教育財政の課題

平成20年2月25日 黒澤浩氏(日本子どもの本研究会会長) 学校図書館の現状と課題

平成20年3月6日

小澤紀美子（東京学芸大学教授・日本
環境教育学会会長）、多田孝志（目白
大学教授・日本国際理解教育学会会
長）

学校教育におけるESDの現状と推進する方策

平成20年3月7日

阿部治（立教大学院教授・ＥＳＤ―Ｊ
代表・環境教育指導資料作成協力
者）、見上一幸（宮城教育大学教授
副学長・生物教育学会会長）

学校教育におけるESDの現状と推進する方策

平成20年3月12日
Robert Cowen（ロンドン大学教育学部
名誉教授）

The Global and the International: Universities
 and a crisis

平成20年3月13日 田村秀（新潟大学） 自治体格差の現状と課題

平成20年3月14日 曽我謙悟（大阪大学） 都市における政治と行政

平成20年3月18日
村上祐介（愛媛大学法文学部総合政策
学科）

松山市の教育政策の現状と課題

平成20年3月24日 小松郁夫（教育政策・評価研究部）
ポスト福祉国家の教育政策―英国の教育政策・教育
改革の功罪―
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１　国立教育政策研究所紀要

刊　　　　　行　　　　　物　　　　　名 発行時期 事務局担当

国立教育政策研究所紀要　第137集　[特集] 科学的リテラシー、 [論文]、 他 平成２０年３月 研究企画開発部

２　報告書・資料

刊　　　　　行　　　　　物　　　　　名 発行時期 事務局担当

第26回教育研究公開シンポジウム報告書－キャリア教育への招待－ 平成２０年３月 研究企画開発部

教員の質の向上に関する調査研究（一年次報告書） 平成２０年３月 研究企画開発部

小中一貫教育の課題に関する調査研究（最終報告書） 平成２０年３月 教育政策・評価研究部

教育・研究組織における評価に関する総合的研究（中間報告書） 平成２０年３月 教育政策・評価研究部

理系高学歴者のキャリア形成に関する実証的研究報告書（１） 平成１９年８月 生涯学習政策研究部

理系高学歴者のキャリア形成に関する実証的研究報告書（２） 平成２０年３月 生涯学習政策研究部

理系高学歴者のキャリア形成に関する実証的研究報告書（３） 平成２０年３月 生涯学習政策研究部

今後の後期中等教育の在り方に関する調査研究（中間報告書） 平成２０年３月 初等中等教育研究部

「キーコンピテンシー」に基づく学習指導法のモデル開発に関する研究：「知識・技能を活用す
る思考力 判断力 表現力」の育成を中心として（中間報告書）

平成２０年３月 初等中等教育研究部

１１．国立教育政策研究所著作刊行物（平成１９年４月～平成２０年３月）

る思考力・判断力・表現力」の育成を中心として（中間報告書）
平成２０年３月 初等中等教育研究部

アジア・太平洋地域の教育協力：国立教育政策研究所の４０年の歩み 平成１９年７月 国際研究・協力部

EDUCATIONAL CO-OPERATION IN ASIA AND THE PACIFIC  -40 Years of NIER's Activities- 平成１９年７月 国際研究・協力部

ＰＩＳＡ２００６年調査評価の枠組み 平成１９年７月 国際研究・協力部

生きるための知識と技能③－ＯＥＣＤ生徒の学習到達度調査（ＰＩＳＡ）２００６年調査国際結
果報告書－

平成１９年１２月 国際研究・協力部

ＰＩＳＡ２００６年調査 学校・生徒質問紙調査集計結果 平成２０年１月 国際研究・協力部

平成１９年度ＡＰＥＣ教育協力に関する調査研究 平成２０年３月 国際研究・協力部

特定の課題に関する調査（英語：「話すこと」）調査結果 平成１９年４月 教育課程研究センター

平成１７年度高等学校実施状況調査　結果の概要及び教科・科目別分析 平成１９年４月 教育課程研究センター

平成１７年度高等学校実施状況調査　ペーパーテスト調査集計結果及び質問紙調査集計結果 平成１９年４月 教育課程研究センター

全国学力・学習状況調査：解説資料　小学校・国語・算数 平成１９年５月 教育課程研究センター

全国学力・学習状況調査：解説資料　中学校・国語・数学 平成１９年５月 教育課程研究センター

環境教育指導資料［小学校編］ 平成１９年９月 教育課程研究センター

教育課程研究センター・生徒指導研究センター関係研究指定校等事業便覧（平成１９年度） 平成１９年１１月 教育課程研究センター

特定の課題に関する調査（理科）調査結果 平成１９年１１月 教育課程研究センター

平成１９年度全国学力・学習状況調査【小学校】報告書 平成２０年１月 教育課程研究センター

平成１９年度全国学力・学習状況調査【小学校】集計結果 平成２０年１月 教育課程研究センター

平成１９年度全国学力・学習状況調査【中学校】報告書 平成２０年１月 教育課程研究センター



平成１９年度全国学力・学習状況調査【中学校】集計結果 平成２０年１月 教育課程研究センター

キャリア教育の現状と課題：教育センターにおける学校支援に向けて（中間報告書） 平成２０年３月 教育課程研究センター

「高等学校教育課程実施状況調査」調査結果 平成２０年３月 教育課程研究センター

「特定の課題に関する調査」調査結果（報告書） 平成２０年３月 教育課程研究センター

キャリア教育 体験活動事例集（第1分冊）－家庭や地域との連携・協力－ 平成２０年３月 生徒指導研究センター

生徒指導資料第３集
規範意識をはぐくむ生徒指導体制－小学校・中学校・高等学校の実践事例22から学ぶ－

平成２０年３月 生徒指導研究センター

生涯学習・社会教育関係資料一覧－平成１８年度－ 平成１９年４月 社会教育実践研究センター

ボランティア活動に関する調査研究報告書 平成１９年４月 社会教育実践研究センター

インターネットを活用した研究セミナー等に関する調査研究報告書 平成１９年４月 社会教育実践研究センター

参加体験型学習に関する調査研究報告書 平成１９年４月 社会教育実践研究センター

公民館における学級・講座等の実態に関する調査研究報告書 平成１９年４月 社会教育実践研究センター

地域における「通学合宿」の実態に関する調査研究報告書 平成１９年４月 社会教育実践研究センター

社会教育委員の職務等の実態に関する調査研究報告書 平成１９年４月 社会教育実践研究センター

生涯学習概論ハンドブック 平成１９年７月 社会教育実践研究センター

平成１８年度体験活動ボランティア活動支援センターコーディネート事例集 平成１９年８月 社会教育実践研究センター平成 年度体験活動ボランティア活動支援 ンタ ディネ ト事例集 平成 年 月 社会教育実践研究 ンタ

社会教育主事等の研修資料・ボランティアに関する基礎資料－平成１９年度ー 平成１９年１０月 社会教育実践研究センター

図書館サービス計画立案の技術（演習資料） 平成１９年１２月 社会教育実践研究センター

社会教育調査ハンドブック 平成２０年２月 社会教育実践研究センター

社会教育主事等の研修資料・社会教育主事のための社会教育計画「理論編」－平成１８年度－ 平成２０年３月 社会教育実践研究センター

社会教育主事等の研修資料・社会教育主事のための社会教育計画「実践・事例編」－平成１８年
度－

平成２０年３月 社会教育実践研究センター

社会教育主事等の研修資料・社会教育基礎データ集－平成１８年度ー 平成２０年３月 社会教育実践研究センター

社会教育主事等の研修資料・博物館に関する基礎資料－平成１９年度－ 平成２０年３月 社会教育実践研究センター

社会教育主事等の研修資料・図書館に関する基礎資料－平成１９年度－ 平成２０年３月 社会教育実践研究センター

社会教育主事等の研修資料・公民館に関する基礎資料－平成１９年度－ 平成２０年３月 社会教育実践研究センター

文教施設整備に関するデータ２００７（国立大学等編・ＣＤ－ＲＯＭ) 平成１９年６月 文教施設研究センター

文教施設整備に関するデータ２００７（ＣＤ－ＲＯＭ) 平成１９年６月 文教施設研究センター

学校施設のバリアフリー化整備計画策定に関する実践事例集 平成１９年６月 文教施設研究センター

「学校施設の防災機能の向上のために」避難所となる学校施設の防災機能に関する調査研究報告
書

平成１９年８月 文教施設研究センター

「学校施設における防犯対策の点検・改善のために」学校施設の防犯対策に係る点検・改善マ
ニュアル作成の取組に関する調査研究報告書

平成１９年８月 文教施設研究センター

「日本とドイツのエコスクール国際シンポジウム２００７」報告書 平成２０年２月 文教施設研究センター

「環境に配慮した学校施設の整備推進のために」学校施設の環境配慮方策等に関する調査研究報
告書

平成２０年２月 文教施設研究センター

小中一貫教育校における学校施設の在り方に関する調査研究（中間報告書・資料集） 平成２０年３月 文教施設研究センター



ＰＦＩを活用した大学施設整備に関するセミナー報告書 平成２０年３月 文教施設研究センター

学校評価における施設の評価に関するアンケート調査結果報告書 平成２０年３月 文教施設研究センター

３　広報誌

刊　　　　　行　　　　　物　　　　　名 発行時期 事務局担当

国立教育政策研究所広報（第153号～第154号） （年２回発行） 研究企画開発部

４　英文刊行物

刊　　　　　行　　　　　物　　　　　名 発行時期 事務局担当

NIER NEWSLETTER 「Vol.39 No.2」「Vol.39 No.3」「vol.40 No.1」 （年３回発行） 国際研究・協力部

５　科学研究費補助金による研究成果報告書

刊　　　　　行　　　　　物　　　　　名 発行時期 事務局担当

生物教育における生命尊重についての指導観と指導法に関する調査研究 平成２０年３月
鳩貝　太郎
教育課程研究センター
基礎研究部総括研究官

中等教育における持続可能な発展を題材とし科学的態度の育成を目指す教材の開発研究 平成２０年３月
松原　静郎
教育課程研究センター
基礎研究部総括研究官

理科及び数学に対する生徒の意識や態度の変容に関する追跡調査研究 平成２０年３月
猿田　祐嗣
教育課程研究センター
基礎研究部総括研究官

ヨーロッパにおける私学の自由と私学助成の法的構造に関する研究 平成２０年３月
結城　忠
教育政策・評価研究部
総括研究官総括研究官

小学生の暴力的行動に関する基礎的研究－背景要因及び対応策の検討－ 平成２０年３月
滝　　充
生徒指導研究センター
総括研究官



教科書利用者数（内数） 16 14 25 27 37 38 17 12 186

合計 665 1,223 1,230 1,105 2,092 1,768 - - 9,518

エ.　参考質問受付 471 件 　

オ.　資料撮影・掲載依頼の受付 24 件  　

　　　　　　個人から 19 件

１２．教育図書館の活動

（１）利用統計（平成１９年度）

ア.　一般公開の開館日数 156 日

イ.　利用者数 3,191 人
 ＜所内＞
利用者　　　　　　　　　　 月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合計

所員 222 225 319 388 451 232 183 - - 31 87 117 2,255
共同研究員・研究協力者 16 21 26 16 28 30 11 - - 2 4 5 159

合   計 238 246 345 404 479 262 194 0 0 33 91 122 2,414
  

 ＜所外＞  
利用者　　　　　　　　　　 月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合計

大学・短大・高専教員 15 9 15 28 28 28 - - - - 8 22 153
小・中・高教員 2 15 14 10 35 10 - - - - 6 3 95

その他学校教員 - - - - - 1 - - - - 1
大学院生 19 16 15 10 29 34 - - - - 1 13 137
大学生 6 20 24 19 39 42 - - - - 4 10 164

その他の学生 - - 2 - 1 - - - - - 3
教育研究所員 1 2 1 - 2 - - - - - 3 1 10
教委・官庁職員 4 4 1 - 4 1 - - - - 3 2 19
学校・団体職員 - 4 2 - 2 2 - - - - 4 6 20

出版・報道関係者 10 7 6 2 6 3 - - - - 18 11 63
その他 8 14 19 16 18 15 - - - - 10 12 112
合計 65 91 99 85 164 136 - - - - 57 80 777

教科書利用者数（内数） 16 14 25 27 37 38 - - - - 17 12 186
※平成19年10月～平成20年2月まで閉館（2月はプレオープン期間と位置付け、入館予約制を試験導入）。

ウ.　利用冊数
 ＜所内＞

利用種別　　　　　　　　　月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合計
図書貸出 206 2,444 3,298 4,612 5,699 674 337 128 19 208 236 287 18,148
雑誌貸出 19 35 21 28 26 21 59 - - 7 95 67 378

合計 225 2,479 3,319 4,640 5,725 695 396 128 19 215 331 354 18,526
 ＜所外＞

出納資料の種別　　　　　月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合計
一般図書及び雑誌等 287 751 496 436 717 848 - - - - 117 404 4,056

教科書 369 465 733 664 1,354 897 - - - - 587 316 5,385
マイクロフィルムリール 9 7 1 5 21 23 - - - - 2 9 77

- - 706 729

カ．文献複写・図書借用
　　　　所外への依頼
　　　　　　複写物 79 件
　　　　　　現物貸借 15 件
　　　　所外からの受付（複写物のみ）
　　　　　　機関から 86 件



Ｓ 4,868 0 4,868 Ｓ 537 0 537

（２）蔵書統計（平成19年度）

ア.　蔵書数 493,997 冊 　（前年度　488,465冊）

イ.　年間増加冊数 5,532 冊 　（　〃　　　6,206冊）

ウ.　継続購入雑誌数 164 誌 　（　〃　　　165誌）

エ.　蔵書統計（和洋・分類・資料種類別） （単位：冊数）

和　　書 前年度 増加冊数 蔵書冊数 洋　　書 前年度 増加冊数 蔵書冊数

０   総記 18,935 198 19,133 ０   総記 1,722 6 1,728

１   哲学 8,908 45 8,953 １   哲学 2,864 16 2,880

２   歴史 14,017 109 14,126 ２   宗教 1,184 2 1,186

３   社会科学 23,950 614 24,564 ３   社会科学 5,681 64 5,745

３７ 教育 59,405 2,155 61,560 ３７ 教育 21,777 347 22,124

４   自然科学 7,361 89 7,450 ４   語学 1,022 2 1,024

５   工学 2,008 53 2,061 ５   自然科学 3,371 4 3,375

６   産業 2,432 12 2,444 ６   応用科学 891 1 892

７   芸術 2,173 43 2,216 ７   芸術 195 0 195

８   語学 2,490 38 2,528 ８   文学 238 0 238

９   文学 3,450 21 3,471 ９   歴史 2,577 4 2,581

　   年報等逐次刊行物 4,612 0 4,612 　   年報等逐次刊行物 86 0 86

　   文部省移管図書 8,700 0 8,700 　   文部省移管図書 7,800 0 7,800

Ｋ   教科書 89,563 312 89,875 Ｋ   教科書　 9,761 14 9,775

Ｚ   製本雑誌等 18,962 20 18,982 Ｚ   製本雑誌等 6,266 0 6,266

Ｃ   漢籍 19,810 0 19,810 Ｆ   外国教育資料等 12,796 0 12,796

Ｓ マイクロフィルム   マイクロフィルム 4,868 0 4,868 Ｓ マイクロフィルム   マイクロフィルム 537 0 537

ＳＦ マイクロフィッシュ 27,118 0 27,118 Ｕ   ＣＤ 3 0 3

Ａ   地方教育資料 41,212 198 41,410 ＫＫ 別置教材 22 0 22

Ｐ   大学紀要 46,422 1,157 47,579

Ｕ   ＣＤ 51 0 51

Ｖ   ビデオテープ 7 8 15

Ｙ   戦後教育改革史料 35 0 35

　   戦後教育資料 1,845 0 1,845

ＳＳ・ＳＳＦ近現代教育史資料 759 0 759

　   文教協会資料 575 0 575

貴   貴重図書 4 0 4

合　　計 409,672 5,072 414,744 合　　計 78,793 460 79,253
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